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　少子高齢化社会を迎えた我が国において、国民の安心・安全の基盤であるべき医療体制の
脆弱性が指摘されて久しく、特に、明日を担う次代を育むという周産期・乳幼児医療において
医師の不足が顕著となっており、緊急かつ抜本的な対策が求められています。
　国では、平成 19 年 5月に「緊急医師確保対策」を講じる等、地域医療の充実に向けた様々
な取組を実施しているところですが、抜本的な対策が講じられているとは言えず、医師の確保
を求める声は日増しに大きくなっています。
　こうした中、去る10月4日夜間、特別区の産婦人科医院からの救急搬送の受け入れ依頼が
八つの医療機関から断られ、新生児は出産したものの、母親は死亡するという悲惨な事態が発
生しました。
　今回の事態も周産期医療に従事する医師等の体制が不十分であったことに起因するものであ
り、妊産婦はもとより国民の不安を払拭することが喫緊の課題です。
　そもそも周産期医療を支える医師等の不足を解消する施策は、国及び東京都において実施
すべきであり、速やかに抜本的な対策を講じるよう、下記の事項を強く要望いたします。

記 
　1　産科・救急科等の医師不足を解消するための医学教育、臨床研修の整備・充実や報
　　 酬を含めた医師の勤務環境の改善、女性医師の勤務継続や再就業のための支援等の
　　 施策を早急に実施すること。
　2　看護師・助産師等他の職種を含めた医療従事者の地位の向上と勤務環境の改善を図る
　　 施策を充実すること。
　3　総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療ネットワークの整備や地域の分娩
　　 施設等と高次医療施設との連携強化等により周産期医療体制を充実すること。
　　 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成 20 年 11月28日
目黒区議会議長　　雨　宮　　正　弘

衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　厚生労働大臣　東京都知事あて

周産期医療体制の充実に関する意見書

　東京法務局では、目黒出張所を渋谷出張所に統合し、目黒出張所を廃止する計画を進めて

いるところです。目黒出張所は、目黒区のほぼ中央にあり、目黒区役所を初め、目黒都税事務

所、目黒税務署、目黒郵便局及び東京地方裁判所民事執行センターなど行政機関が比較的

近くに集まっている地域に設置されており、区民にとって利用しやすい環境にあることから、申請

件数も多く、頻繁に利用されています。

　民事行政審議会が示す登記所適正配置の基準は、統合庁までの所要時間おおむね30 分、

1 年間の取り扱い事件数 1万 5 千件未満というものですが、統合予定の渋谷出張所までの所

要時間は、公共交通機関あるいは自動車を利用しても40 分以上を要し、目黒出張所が年間に

取り扱う事件数も4万数千件と適正基準の 3倍近い状況です。しかも目黒区に対する事前説

明は一切なく、廃止決定の一方的な通告がなされました。

　民事行政審議会において適正基準が設定されている以上、行政サービスの水準を確保した

ワンストップサービスの実現のためにも、今回の廃止決定の容認はできません。

　よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、区民サービスの確保と適正基準厳守を求める

観点から、東京法務局目黒出張所の廃止撤回を強く求めるものです。

　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

平成 20 年 11月28日
目黒区議会議長　　雨　宮　　正　弘

衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　総務大臣　法務大臣あて

東京法務局目黒出張所の廃止に反対する意見書

傍聴へお越しください

〈JR跡地開発〉目黒区と東京都の基本
協定にある区民住宅、高齢者福祉住宅
を確保するのか。開発に関して地元の意
見しか聞かないのは、地域街づくり条例
違反だ。どうするのか。
区長　住宅整備に当たり、懇談･協議等
に地元の方のほか、公募区民に参加し
ていただき多様な意見に配慮することは、
条例の基本理念に基づくと考える。
〈新地域包括支援センター〉補正１号の
国及び東京都交付金の使用目的に、介
護保険法によるもの以外が含まれており、
違法ではないか。新センター設置で区民
の不安はつのるばかり。区報や説明会も
機能せず解消策はあるか。

区長　補正1号予算に計上したのは、平
成20年度中に実施する「新たな地域包
括支援センターの支援システムの整備及
び移行業務の委託」に係る経費で、介
護保険法に基づく業務である。地域福祉
審議会等や区民からのご意見に対する説
明など取り組みを進めていく。
〈行革計画素案〉一般競争入札以外に公
募指名入札やプロポーザル方式（随意契
約）の採用は、不正が起こりやすく危険だ。
なぜ採用しようとするのか。
区長　契約案件の目的等に応じて、価
格要素以外の要素も取り入れた、多様な
入札契約方式の導入が必要なため。

〈サッカーグラウンド〉（1）サッカーグラ
ウンドが目黒区内にない。Jリーグ発足15
年。子どもからシニア層までサッカー人口
が急増している。サッカーグラウンドとフッ
トサルグラウンドを確保せよ。（2）公園等
の施設内でのサッカーグラウンド利用を問
う。（3）子どものスポーツ活動の充実と、
一般の大人の生涯スポーツ推進のため、
夜間の校庭使用を進めよ。　
教育長　（1）サッカーグラウンドを区内に
整備するのは困難。フットサルは、平成
20年11月より全区立体育館で利用できる。
（2）住民参加を基本とした公園づくりの中
で定めたルール等を守り、サッカー利用可
能。（3）夜間照明は順次増設し、子ども
のスポーツ活動の環境整備を図る。大人
の使用については今後検討する。
〈教育〉（1）不登校についての文科省調
査では、中学生の34人に1人が不登校
である。区の対応を問う。（2）学校サポ
ートセンターの現状と課題を問う。（3）小
1問題について、幼稚園や保育園での小
学校入学前の対応・小学校との連携と
「小学校1年生の1学期指導」を問う。

（4）中1ギャップについて、小学校と中
学校の連携について問う。（5）「心に残
る標語」を学校施設（教室・校門・体育
館等）に設置せよ。 
教育長　（1）教育相談、スクールカウン
セラー派遣等状況に応じた適切な対応を
図る。（2）教職員、学習・相談、個別
の3つのサポート機能がある。ニーズに
応えた支援機能の強化が今後の課題。
（3）保育園、幼稚園、小学校の教職員
の連携と子どもの交流を進める。一定の
条件で「小1学級補助教員」を配置した。
（4）小中学校の連携は、児童・生徒の
交流、教職員の交流及びカリキュラムの
連続性の3側面から進めている。（5）子
どもの健全育成や、参加意識を高める標
語づくり等を支援していく。
〈目黒区公衆浴場の支援〉区民の健康増
進・福祉のための、健康増進型公衆浴
場改築支援補助要綱について問う。
区長　公衆浴場事業主が、東京都の介
護予防・健康増進事業に取り組む意向
がある場合は、個別に相談を受ける。

＊本会議の開会は午後1時の予定です。各委員会の開会は午前10時の予定です。
＊本会議や委員会の傍聴は、議会活動に触れる最も身近なチャンスです。
　開催当日に区議会事務局（目黒区総合庁舎5階）へお越しください。

平成21年第1回定例会（予定）

【問い合わせ先】区議会事務局庶務係　☎03-5722-9413

 2月26日（木）

27日（金）

 3 月 2 日（月）

3日（火）

４日（水）

5日（木）

本会議　（代表質問）

　 〃　　（一般質問）

　 〃　　（　　〃　　）

本会議  （議案付託）

常任委員会

常任委員会

企画総務委員会
（補正予算審査）

特別委員会

本会議（議案議決）

予算特別委員会
（土日祝日を除く）

本会議（議案議決）

 3月 6日（金）

9日（月）

12日（木）

13日（金）

25日（水）

30 日（月）

～

　区政に関する事柄等について、区民の皆さんが直接、区議会に要望できる制度です。受付は
常時行っていますが、定例会の会期中の委員会で審査するためには、事務の手続き上、会期の
約１週間前（区役所が休みの日を除く）までに提出していただいています。
　平成21年3月の第１回定例会で新しく請願・陳情の審査を希望される場合は、平成21年2
月18日（水）正午までに提出してください。詳しくは、下記へお問い合わせください。

【問い合わせ先】区議会事務局議事・調査係　　☎03－5722－9414

請願・陳情はいつでも、どなたでも出せます。
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企画総務委員会

議会運営委員会

都市環境委員会

生活福祉委員会

文教・子ども委員会

街づくり・再開発調査特別委員会

（平成20年10月から11月まで）最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題最 近 の 委 員 会 の 主 な 議 題
常任委員会

特別委員会

10月6日（月曜日）
　　■　出席説明員の紹介　　　　　
　　■　目黒区基本計画・実施計画改定要領
　　■　目黒区行革計画（素案）　　　
　　■　訴訟事件の報告　　　■　契約報告（3件）
10月 7日（火曜日）～10月9日（木曜日）
【視察 : 大阪府岸和田市、兵庫県三田市・芦屋市・西宮市、滋賀県守山市】
11月 12日（水曜日）
　　■　目黒区バランスシート・行政コスト計算書（平成 19年度決算）　　
　　■　財政状況の公表　　　　　
　　■　訴訟事件の報告（4件）　
　　■　平成 20年特別区人事委員会勧告の概要
　　■　目黒区人事行政の運営等の状況の公表（概要）　　　　　
　　■　契約報告（6件）
11月 20日（木曜日）
　　■　議案審査　　　
　　■　基本計画改定に向けた区民意見の集計結果
　　■　平成 20年度「区民と区長のまちづくり懇談会」の開催結果
　　■　平成 21年新年のつどいの開催
　　■　工事請負契約における単品スライド条項の適用実施　　
　　■　契約報告（4件）
11月 21日（金曜日）
　　■　陳情審査

10月 10日 ( 金曜日 )
　　■　出席説明員の紹介
　　■　議会運営
◆区側
　　■　国際平和協力センター（仮称）の概要　　
　　■　平成 21年度当初予算編成日程等
◆議会側
　　■　平成 20年度海外行政調査　　　  ■　各会派の政務調査費検討要望事項
10月 31日 ( 金曜日 )
　　■　平成 20年第 4回定例会の招集　   ■　提出予定議案
　　■　会期及び会期中の日程　　　   　 ■　議会運営委員会に提案する意見書等
　　■　一般質問の通告期限　　        　  ■　陳情　　
　　■　本会議における討論通告書の提出期限
　　■　議会運営
◆区側
　　■　平成 20年特別区人事委員会勧告の概要　　　　　　　　　　　　
◆議会側
　　■　平成 21年度区議会事務局予算（案）
　　■　北京市崇文区人民代表大会代表団の目黒区議会訪問受け入れ
　　■　各会派の政務調査費検討要望事項　　　　　　　　　　　
11月 10日（月曜日）
　　■　陳情　　　 ■　一般質問の順序　　 ■　委員会の開催予定
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　各会派の政務調査費検討要望事項
11月 17日（月曜日）
　　■　一般質問の順序の変更　　  ■　議事日程及び進行順序　　 ■　意見書（案）
　　■　議会運営
◆区側
　　■　事業別決算書と主要な施策の成果等報告書の統合　
　　■　平成 21年新年のつどいの開催
11月 19日（水曜日）
　　■　陳情書の訂正願の提出　　  ■　議事日程及び進行順序　　 ■　意見書案
　　■　議会運営　
11月 27日（木曜日）
　　■　追加提出議案
　　■　議会運営
◆議会側
　　■　北京市崇文区人民代表大会代表団の目黒区議会訪問受け入れ
11月 28日（金曜日）
　　■　追加提出議案及び意見書　　■　討論通告　　■　議事日程及び進行順序
　　■　議会運営
◆区側
　　■　目黒区興津健康学園の閉園式

10月 7日（火曜日）～10月9日（木曜日）
【視察 : 静岡県浜松市、岐阜県可児市、愛知県犬山市、京都府京都市】
10月 15日（水曜日）
　　■　出席説明員の紹介　　　　　　　■　生涯学習シンポジウムの開催　　　　　
　　■　興津健康学園廃園に伴う対応　　■　平成 21年度区立幼稚園園児募集　　　　　
　　■　特別支援学級（原町小学校）の整備　　　　　　
　　■　「いじめのない学校をめざして」目黒子どもフォーラム 2008 の実施　
　　■　児童・生徒による携帯電話の使用等に係る調査　
　　■　平成 21年成人の日のつどい
　　■　目黒区立上目黒一丁目保育園（仮称）新築工事基本設計（案）
　　■　目黒区立上目黒一丁目保育園（仮称）指定管理者募集要項の概要
10月 27日（月曜日）
　　■　目黒区立上目黒一丁目保育園（仮称）指定管理者募集要項の概要
　　■　平成 19年度学校安全対策アドバイザー事業の実施結果と平成 20年度の取り組み
　　■　学校支援地域本部事業　　　　　　　　　　　
11月 12日（水曜日）
　　■　めぐろアートウィーク実施事業　　■　平成 21年度の目黒保育園の募集枠
11月 20日（木曜日） 
　　■　議案審査　　■　生涯学習シンポジウムの開催結果
　　■　興津健康学園廃園に伴う他区施設での受入
11月 21日（金曜日）
　　■　陳情審査　　■　平成 20年度目黒区立小・中学校移動教室の実施結果
　　■　目黒区立学校における不登校及びいじめの状況
　　■　目黒区立祐天寺保育園改修及び耐震補強工事基本設計（案）
　　■　目黒区立祐天寺保育園仮設園舎

10月 8日（水曜日）
　　■　出席説明員の紹介　　　　　　　　
　　■　目黒区保健医療福祉計画改定素案
　　■　目黒区介護保険事業計画改定素案　
　　■　目黒区障害者計画素案　　　　　　　
10月 27日（月曜日）～10月29日（水曜日）
【視察 : 香川県高松市・三豊市、愛媛県西条市・松山市】
11月 12日（水曜日）
　　■　「第 32回目黒区民まつり・平成 20年度区展」の実施概要
　　■　債権管理の一層の適正化と債権回収強化を図るための方策
　　■　平成 20年度障害者週間記念事業の開催
　　■　平成 21年度地域包括支援センター事業委託先法人の候補者　　　　　
11月 20日（木曜日）
　　■　議案審査
11月 21日（金曜日）
　　■　陳情審査
　　■　平成 20年第 2回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等
　　■　東京都生活安定化総合対策事業利用の要件緩和

10月 24日 ( 金曜日 )
　　■　出席説明員の紹介
　　■　上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地整備事業
11月 25日（火曜日）
　　■　上目黒一丁目 JR宿舎跡地説明会の実施結果
　　■　自由が丘駅前広場整備計画〈提言書〉

10月 8日（水曜日）
　　■　出席説明員の紹介
　　■　「建築物の絶対高さ制限・敷地面積の最低限度」都市計画変更の運用に関する基準等の基本的な考え方
　　■　木造住宅密集地域整備事業の取り組み状況等 ( 目黒本町六丁目・原町地区・目黒本町地区 )
　　■　工事報告「都市計画道路補助第 30号線街路築造工事」
　　■　平成 20年度みどりのまちなみ賞の実施
　　■　大橋一丁目公園（仮称）等整備に向けた取り組み状況
　　■　区民住宅あき家入居待機者募集　　　　　　　　
10月 21日（火曜日）～10月23日（木曜日）
【視察 : 石川県金沢市、富山県富山市・高岡市、石川県七尾市】
11月 12日（水曜日）
　　■　大橋一丁目公園（仮称）等整備基本構想（素案）
　　■　都市計画審議会「（仮称）目黒区景観計画のあり方について」（答申）
　　■　都市計画高度地区（建築物の絶対高さ制限）変更案の公告・縦覧結果
　　■　都市計画用途地域（敷地面積の最低限度）変更案の公告・縦覧及び区意見の照会
　　■　東京都の「都市再開発の方針」及び「住宅市街地の開発整備の方針」に関する意見照会
　　■　地籍調査事業範囲の追加（下目黒 2丁目の一部）
　　■　区営住宅の入居者募集　　　
　　■　区営東が丘一丁目アパートのエレベーター設置
　　■　環境講演会（環境シンポジウム）の実施　　
　　■　地球温暖化対策啓発イベントの実施
　　■　平成 20年度年末年始のごみ収集、資源回収のお知らせ
11月 20日（木曜日）
　　■　議案審査
　　■　洗足自転車置場の平成 21年度登録募集停止
　　■　合流点遊び場整備の基本的な考え方
11月 21日（金曜日）
【視察 : 中町一丁目】
　　■　陳情審査
　　■　「下目黒三丁目防災まちづくり用地（旧薬師湯跡地）活用の基本的考え方」の修正案
　　■　目黒本町五丁目地区地区計画（原案の案）等
　　■　工事報告「都市計画道路補助第 19号線街路築造工事（その 7）」
　　■　工事報告「道路改良工事及び道路維持工事（コミュニティ・ゾーン整備）」
　　■　呑川本流緑道横断地下道における防犯カメラの設置
　　■　廃プラスチック資源化推進等事業の区内全域実施状況

JR跡地開発、新地域包括支援センター
設置に問題あり

健康で笑顔でくらせる目黒区
未来は変えられる！！

須藤　甚一郎 議員
無所属・目黒独歩の会

佐藤　昇 議員
自由民主党目黒区議団


